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XAMPPXAMPPXAMPPXAMPPのののの起動起動起動起動

1、1、1、1、 をダブルクリックしてをダブルクリックしてをダブルクリックしてをダブルクリックして、[、[、[、[XAMPPXAMPPXAMPPXAMPPコントロールパネル]をコントロールパネル]をコントロールパネル]をコントロールパネル]を起動起動起動起動するするするする。。。。

2、2、2、2、 下記下記下記下記②②②②のののの箇所箇所箇所箇所をををを確認確認確認確認をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。。。。

[開始][開始][開始][開始]とととと表示表示表示表示されていたらされていたらされていたらされていたら、[、[、[、[開始]開始]開始]開始]をクリックをクリックをクリックをクリック。。。。

[停止][停止][停止][停止]もしくは[もしくは[もしくは[もしくは[停止中]停止中]停止中]停止中]にににに切切切切りりりり替替替替わりますわりますわりますわります。。。。

※[※[※[※[停止]停止]停止]停止]もしくは[もしくは[もしくは[もしくは[停止中]停止中]停止中]停止中]のののの表示表示表示表示になっていましたらになっていましたらになっていましたらになっていましたら、、、、正常正常正常正常にににに起動起動起動起動していますしていますしていますしています。『。『。『。『図2図2図2図2』』』』

『『『『図1図1図1図1』』』』 『『『『図2図2図2図2』』』』

NAMIXonlineNAMIXonlineNAMIXonlineNAMIXonlineのののの起動起動起動起動

1、1、1、1、 をダブルクリックしてをダブルクリックしてをダブルクリックしてをダブルクリックして、[、[、[、[NAMIXonline]NAMIXonline]NAMIXonline]NAMIXonline]をををを起動起動起動起動するするするする。。。。

2、2、2、2、 ①①①①をクリックをクリックをクリックをクリック後後後後、、、、②②②②をクリックをクリックをクリックをクリック

※※※※　　　　後後後後はははは、、、、編集画面編集画面編集画面編集画面にににに切切切切りりりり替替替替わるのをわるのをわるのをわるのを待待待待ちちちち、、、、編集作業編集作業編集作業編集作業にににに入入入入ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

NAMIXONLINENAMIXONLINENAMIXONLINENAMIXONLINE　　　　起動手順起動手順起動手順起動手順

②②②②

①①①①

②②②②
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【更新箇所を編集】

NAMIX ON LINEの仕組み

画面左

【更新したいページへの移動】

画面右

画面右の青色の文字をクリックすると

画面左が切り替わります

例えば印①のページを更新したい場合、

①をクリックしてください。

（画面の右と左は連動しております。）

【更新したい箇所の選択】
更新したいページに切り替わったら

A画面左の
更新したい箇所を選択し

ダブルクリック

　　　　　　 OR
B画面右の
更新したいページの詳細を① で開き、

②の詳細をダブルクリック

更新しましたら③の【OK】ボタンを

クリック

④の編集完了で編集を終了しま　す。

【ホームページに反映させる】
画面左にありますプレビューボタンで

更新箇所が編集できていることを確認

更新ボタンを押し、OKボタンを押すと

ホームページに反映されます

さらに１つ奥の階層に入りますので、

更新したい箇所をダブルクリック

文章を更新したいなら①をダブルクリック
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画像の更新
まずは差し替えたい画像を準備します。

お写真の入ったフォルダなどをひらいておきましょう
※お写真の名前は半角英数字でないと反映されませんのでご注意下さい

①
更新したい箇所を選択し

ダブルクリック

ひとつ奥の階層に

はいりますので、さらに

更新したい箇所を

ダブルクリックか

「編集ボタン」をクリック

②
③

②
③

①で準備していたフォルダから

差し替えたい画像を

ドラッグアンドドロップで

挿入して下さい

④④

⑤
以前の画像を削除しますか？　

サイズを圧縮しますか？　を確認します
（両方とも「はい」でいいと思います。）

⑥

⑦

画像が指し替わりましたら⑥のOKボタン

⑦の編集完了ボタンをクリックし編集完了

【ホームページに反映させる】
画面左にありますプレビューボタンで

更新箇所が編集できていることを確認

更新ボタンを押し、OKボタンを押すと

ホームページに反映されます
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文章の更新
画面左をさわる場合

更新したい箇所を選択し

ダブルクリック
A

画面右をさわる場合

更新したいページの

【+ボタン】を押し

アイテムをダブルクリック、
または【編集ボタン】をクリック

B

さらに１つ奥の階層に入りますので、

更新したい箇所をダブルクリック

四角囲んでいる文章を更新したいなら

①をダブルクリック　または編集ボタン
（■の印　箇所をねらってダブルクリックしてください）

画面左にありますプレビューボタンで

更新箇所が編集できていることを確認

更新ボタンを押し、OKボタンを押すと

ホームページに反映されます

OR
A

B

画面左
画面右

【+ボタン】

①

①文章を変更したい箇所をドラッグし、

そのまま打ちかえるか、

【Back space】キーで削除します

②　【OKボタン】をクリックし、

③　【編集完了ボタン】で編集完了

打ち込んだ文字をドラッグし各ボタンで

色をつけたり、太い文字にしたりもできます。

①

②

③
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アイテム増やす（複製する）

【複製箇所の選択】

複製したい箇所を右画面から選択して下さい

①の+ボタンを押すとアイテムが開きます

②　複製箇所を選択

③　複製ボタンを押してください

複製機能は画面の右のウィンドウで操作します。

【複製】

複製したい箇所選択し

複製先（コピー先）へ

ドラッグアンドドロップします

例　①にマウスを持ってきてマウスの左を

押したまま、③へ移動

④の複製ボタンをもう一度押すと複製完了です

【ホームページに反映させる】
画面左にありますプレビューボタンで

更新箇所が編集できていることを確認

更新ボタンを押し、OKボタンを押すと

ホームページに反映されます

③

④

複製したアイテムを前頁で述べたように、文章の編集や画像編集し、項目をどんどん増やすことができます。

【複製機能の便利な使い方】

複製機能は同じページ内に限らず、違うページにも複製できます

その場合、複製先のページも①の【+ボタン】で開いておき、

ドラッグアンドドロップでページをまたぎ複製します

複製ボタンの右にあります【移動ボタン】は

文字通り、アイテムを移動させます。　操作方法は複製ボタンと同じです。

①

6



【問い合わせ用メールアドレスの設定確認】

①　画面左上の「オプション」

      →　「プロジェクト設定」　

      を確認ください。　

B   問合せ受信用メールアドレス

A   ウェブサイトのタイトルA

B

指定のメールアドレスにお問い合わせメールが届きます
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テーブル（表）の編集テーブル（表）の編集テーブル（表）の編集テーブル（表）の編集

①　編集したいアイテムをダブルクリック ②　テーブル箇所をダブルクリック

③　「テーブル設定」をクリックする ④　テーブル編集画面が表示される

【テーブル編集画面】【テーブル編集画面】【テーブル編集画面】【テーブル編集画面】

①　右方向に1列追加する

②　下方向に1行追加する

③　右方向から1列削除する

④　下方向から1行削除する

※列を追加した場合、テーブル幅の初期設定値よ

り幅が広くなってしまうため、列の幅を調整（狭く）

する

「列の幅」　全てのセル幅を均等に合わす　※ここで設定すると全てのセルの幅が同じになります。

「行の高さ」　セルの高さを調整する　※全てのセルの高さが同じになります。
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【セルのサブメニュー】【セルのサブメニュー】【セルのサブメニュー】【セルのサブメニュー】

①　一つのセルをクリックして選択し、右クリックするとサブメニューが表示される

【ヘッダ設定】　…　セルの背景色を見出しのように変更が可能【ヘッダ設定】　…　セルの背景色を見出しのように変更が可能【ヘッダ設定】　…　セルの背景色を見出しのように変更が可能【ヘッダ設定】　…　セルの背景色を見出しのように変更が可能

【列の幅を設定】　…　一列ごとに幅を設定することが可能【列の幅を設定】　…　一列ごとに幅を設定することが可能【列の幅を設定】　…　一列ごとに幅を設定することが可能【列の幅を設定】　…　一列ごとに幅を設定することが可能

背景色を変更する場合は、「スタイル設定」　→

「テーブルのスタイル設定」内の「項目部背景設定」で

変更可能

数字を変更後、

「OK」をクリック
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カート機能をお使いの更新の仕方

※上記作業を行わないと商品写真がホームページに反映されませんので注意下さい

※　　　　　　のあとに、必ず商品データも更新して下さい

ファイル

　↓

転　送

　↓

商品データを更新する

　↓

【OK】ボタン

の順に必ず更新をかけて下さい

※　　　　　　のあとに、必ず商品データダウンロードして下さい

ファイル

　↓

転　送

　↓

商品データをダウンロードする

　↓

【OK】ボタン

　　　　　　　　　　　　　　

の順に必ずダウンロードして下さい
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①新しいパソコンへのNAMIXonlineのインストール～インストール方法はサポートセンターにご確認ください。

②デスクトップ内のNAMIXonlineをダブルクリック ③　納品CDを挿入してください

④　CD内のデータを、NAMIXonline側の「プロジェクト選択」の枠内にドラッグして持ってきてください。

複数のパソコンにNAMIXonlineをインストールする際の注意複数のパソコンにNAMIXonlineをインストールする際の注意複数のパソコンにNAMIXonlineをインストールする際の注意複数のパソコンにNAMIXonlineをインストールする際の注意

株式会社KIZUNA　サポートセンター株式会社KIZUNA　サポートセンター株式会社KIZUNA　サポートセンター株式会社KIZUNA　サポートセンター

0120-77-18320120-77-18320120-77-18320120-77-1832

受付時間:平日（月～金）　　　　9:30～18:00受付時間:平日（月～金）　　　　9:30～18:00受付時間:平日（月～金）　　　　9:30～18:00受付時間:平日（月～金）　　　　9:30～18:00

※上記フリーダイヤルは一般電話からのみ着信可能です※上記フリーダイヤルは一般電話からのみ着信可能です※上記フリーダイヤルは一般電話からのみ着信可能です※上記フリーダイヤルは一般電話からのみ着信可能です

（携帯電話・PHS・IP電話・公衆電話・衛生電話からは繋がりません）（携帯電話・PHS・IP電話・公衆電話・衛生電話からは繋がりません）（携帯電話・PHS・IP電話・公衆電話・衛生電話からは繋がりません）（携帯電話・PHS・IP電話・公衆電話・衛生電話からは繋がりません）

※一般電話以外からご連絡をいただく際には下記電話番号へ※一般電話以外からご連絡をいただく際には下記電話番号へ※一般電話以外からご連絡をいただく際には下記電話番号へ※一般電話以外からご連絡をいただく際には下記電話番号へ

06-6125-183206-6125-183206-6125-183206-6125-1832
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⑤　編集画面が表示されたら、左下のダウンロードをクリックしてください。

※この作業を行わず、編集して更新すると古いデータがアップロードされる危険性があります。

⑧　データがダウンロードされます。

※ショッピングサイトの場合は、商品データのダウンロードも合わせて行ってください。※ショッピングサイトの場合は、商品データのダウンロードも合わせて行ってください。※ショッピングサイトの場合は、商品データのダウンロードも合わせて行ってください。※ショッピングサイトの場合は、商品データのダウンロードも合わせて行ってください。

⑨　正常にダウンロードされましたら、「OK」をクリックしてください。

これでダウンロードは完了です。引き続き問い合わせ用のメールアドレスの設定確認を行います。

⑥　「現在のプロジェクトの編集内容は破棄されま

す。

よろしいですか？」　→　「はい」をクリック

⑦　「FTP設定」が表示されます　→　「OK」をクリッ

ク
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【問い合わせ用メールアドレスの設定確認】【問い合わせ用メールアドレスの設定確認】【問い合わせ用メールアドレスの設定確認】【問い合わせ用メールアドレスの設定確認】

①　画面左上の「オプション」　→　「プロジェクト設定」　を確認ください。　

②　プロジェクト設定内の「サイト名」「問合せ受信用メールアドレス」をご確認ください。

サイト名サイト名サイト名サイト名

ウェブサイトのタイトルです。

問合せ受信用メールアドレス問合せ受信用メールアドレス問合せ受信用メールアドレス問合せ受信用メールアドレス

この入力欄に正しく入力されているか確認してください。この入力欄に正しく入力されているか確認してください。この入力欄に正しく入力されているか確認してください。この入力欄に正しく入力されているか確認してください。

正しく入力されていない場合は、次のページからの操作を正しく入力されていない場合は、次のページからの操作を正しく入力されていない場合は、次のページからの操作を正しく入力されていない場合は、次のページからの操作を

おこなってください。おこなってください。おこなってください。おこなってください。

メールフォームからの送信先アドレスです。

ショッピングの際の注文送信先アドレスです。
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【サイト名・メールアドレス確認方法】【サイト名・メールアドレス確認方法】【サイト名・メールアドレス確認方法】【サイト名・メールアドレス確認方法】

①　インターネットを起動し、ウェブサイト（ホームページ）を表示してください。

②　URL（ホームページアドレス）入力欄内（上記赤枠部分）の、サイトURLの後ろに以下のソースコードを入力

入力後にEnterキーを押してください。

③　ページが移動します。

site_title

ウェブサイトのサイト名です。

email

設定されているメールアドレスです。
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site_title="site_title="site_title="site_title="○○○○○○○○○○○○""""

<email><email><email><email>△△△△△△△△△△△△</email></email></email></email>

④　先ほどのNAMIXonlineのプロジェクト設定画面を表示させます。

site_title="site_title="site_title="site_title="○○○○○○○○○○○○""""

○○○○○○○○○○○○の部分を「サイト名」に入力してください。の部分を「サイト名」に入力してください。の部分を「サイト名」に入力してください。の部分を「サイト名」に入力してください。

<email><email><email><email>△△△△△△△△△△△△</email></email></email></email>

正しく入力をしたら、「OK」をクリックしてください。

以上で変更作業は終了です。

△△△△△△△△△△△△の部分を「問合せ受信用メールアドレス」に入力しの部分を「問合せ受信用メールアドレス」に入力しの部分を「問合せ受信用メールアドレス」に入力しの部分を「問合せ受信用メールアドレス」に入力し

てください。てください。てください。てください。
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[ツール]から[アクセス解析] ⇒ [NAMIXonlineアクセス解析]を選択[ツール]から[アクセス解析] ⇒ [NAMIXonlineアクセス解析]を選択[ツール]から[アクセス解析] ⇒ [NAMIXonlineアクセス解析]を選択[ツール]から[アクセス解析] ⇒ [NAMIXonlineアクセス解析]を選択

下記画面が表示されましたら、[ホスティングサービス設定完了書]の下記画面が表示されましたら、[ホスティングサービス設定完了書]の下記画面が表示されましたら、[ホスティングサービス設定完了書]の下記画面が表示されましたら、[ホスティングサービス設定完了書]の

[サーバー設定情報]内の[FTPログインパスワード]を入力[サーバー設定情報]内の[FTPログインパスワード]を入力[サーバー設定情報]内の[FTPログインパスワード]を入力[サーバー設定情報]内の[FTPログインパスワード]を入力

Namix online　オンラインマニュアルNamix online　オンラインマニュアルNamix online　オンラインマニュアルNamix online　オンラインマニュアル

http://www.namix.jp/namix_manual/http://www.namix.jp/namix_manual/http://www.namix.jp/namix_manual/http://www.namix.jp/namix_manual/

アクセス解析

FTPFTPFTPFTPログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワード
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★電話での操作説明

★ホームページの簡単な更新（電話での内容確認の上での作業となります）

◆更新内容・・・写真の貼り変え・文章の変更、追加

・元の写真・画像はお客様自身でご用意ください。

[著作権などにより使用できない場合があります]

・加工は一切行えません。

http://www.namix.jp/namix_manual/http://www.namix.jp/namix_manual/http://www.namix.jp/namix_manual/http://www.namix.jp/namix_manual/

Namix　オンラインマニュアル

http://namix.jp/namix_announce/announce.htmlhttp://namix.jp/namix_announce/announce.htmlhttp://namix.jp/namix_announce/announce.htmlhttp://namix.jp/namix_announce/announce.html

Namix　バージョンアップ

電話電話電話電話サポートサポートサポートサポート　　　　連絡先連絡先連絡先連絡先

《株式会社KIZUNA　サポートセンター》

✆ 0120-77-18320120-77-18320120-77-18320120-77-1832

受付時間：平日（月～金）　9：30～18：00

*お電話の際に、【お客様名】【ホームページアドレス】

　【パソコンのOS】などを確認させていただきます。

※上記フリーダイヤルは一般電話からのみ着信可能です

（携帯電話・PHS・IP電話・公衆電話・衛生電話からは繋がりません）

※一般電話以外からご連絡をいただく際には下記電話番号へ

06-6125-183206-6125-183206-6125-183206-6125-1832
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